
母がメンバーであるため、この教会ではジュニア
の立場にいる私ですが、本日はメッセージをする
というよりは、私が最近学んだことを、報告するよ
うな意味も込めて分かち合わせていただきたいと
思います。

ここ１−２年で引越しが続き、色々なところでたくさ

んの牧師先生からメッセージを聞く機会がありま
した。

それらを通して最近学んだことは、苦しい時聖書
の御言葉とどう向き合ったら良いか、ということで
す。

今日はこのテーマでお話ししたいと思います。
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ある牧師からは、聖書の御言葉とどう向き合ったらよい
のかについて、「血の話について」学びなおすように教え
られました。

御言葉についての話がどうして突然古代イスラエル人の
血の話になるのか、私にはすぐにはわからなかったので
すが、彼はこう続けました。

「この「血」とは、私たちの信仰の証、救いのしるしであり
ます。我々は常にこの血をまとって、どこにでも血を携え
ていかなくてはならない。」

この血は、旧約聖書の過越の日に遡ります。みなさんご
存知の過越の日とは、エジプトにイスラエル人が囚われ
ていた時のこと、神がエジプトに死の天使を送ることに
なったので、その時に生贄の血を扉に塗って、その災難
を過越した、というあの事件の話です。 2
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そこで、モーセはイスラエルの長老たちをみな呼び寄せて言った。
「あなたがたの家族のために羊を、ためらうことなく、取り、過越のいけにえとして
ほふりなさい。ヒソプの一束を取って、鉢の中の血に浸し、その鉢の中の血をかも
いと二本の門柱につけなさい。朝まで、だれも家の戸口から外に出てはならない。
主がエジプトを打つために行き巡られ、かもいと二本の門柱にある血をご覧に

なれば、主はその戸口を過ぎ越され、滅ぼす者があなたがたの家にはいって、打
つことがないようにされる。

あなたがたはこのことを、あなたとあなたの子孫のためのおきてとして、永遠に守
りなさい。

出エジプト記１２：２１−２４

Then Moses summoned all the elders of Israel and said to them, “Go at once and 
select the animals for your families and slaughter the Passover lamb. Take a 
bunch of hyssop, dip it into the blood in the basin and put some of the blood on 
the top and on both sides of the doorframe. None of you shall go out of the door 
of your house until morning. When the Lord goes through the land to strike 
down the Egyptians, he will see the blood on the top and sides of the doorframe 
and will pass over that doorway, and he will not permit the destroyer to enter 
your houses and strike you down.
Obey these instructions as a lasting ordinance for you and your descendants.”

Exodus 12:21-24



この時イスラエルの人はこの血に関して３つのことをし
た、というのです。これが今日私たちがみ言葉に向か
う指針のヒントとなるというのです。

その一つ目は、まず血を用意すること：持ってくること。
古代のイスラエル人たちは罪の贖いのために、動物の
生贄の血を祭祀によって振りかけられ、それによって
清められるという儀式形態が形成しますが、

この過越の時は、死の天使が街を打つとされるその時
に、それと同じ様にイスラエル人たちは動物を殺し、そ
の血を鉢に入れて用意するよう命じられました。

しかしそれだけではもちろん恐ろしい災難から助かるこ
とはできません。
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第２にやるべきこと、それは、血を信じる、その血に自
分たちの置かれている状況を変え、自分たちを守る力
があること、神様の意思がその血に働いていることを
信じる、ということです。死の天使が降りてくるという時
に、動物の血などで本当に守られるのだろうか？剣や
もっと強い魔法の武器の代わりにバケツいっぱいの動
物の血。イスラエルの民はこの恐ろしい状況で、バケツ
に入った動物の血を信じるのには、強い信仰が必要
だったに違いありません。

しかしそれでもまだ足りない。完全にこの窮地から生き
残るために、ただ血を持ってきてそれに信仰するだけ
では、足りなかった。第３にやるべきこと、それは血を使
う、実際に壁に塗る、という作業です。 5
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まるで祭祀がヒソプの枝を持って、きよめの儀式に血を民に振
りかけたように、（民数記１９章）彼らはおのおのの家の戸口に、
生け贄の動物の血を信仰によって使い、ヒソプを用いて塗った
わけです。

今日私たちが様々な困難に襲われる時、信仰を持って切り抜
ける、というところまでは多くの信者が知っているレッスンだと
思います。でも私がこの時学んだのは、血を実際に使う、信仰
を実行する、神様から与えられた信仰の道具を実際に逆境に
おいて使う、という部分でした。

Hyssop ヒソプ



ヘブル書にあるように、現代のクリスチャンはもう
いちいち動物を殺す必要がありません。

イエス様が一度私たちのために十字架にかから
れたということで、すべてのいけにえとなってくだ
さいました。

正に、クリスチャンはこの救いのしるしである血を、
イスラエル人が行った３つの事柄のように、しっ
かり
1.携え、2. 信じ、3.塗りたくりなさい、
と言うのです。

7



ただ、この時点では、この血の話、ちょっと無理があると
思いました。クリスチャンがイエスの血に預からなければ
ならないというのはわかっても、２０００年前に亡くなられ
たイエス様の血を今ここに持ってくるなんて、どうしてで
きるだろう？それに今目の前にある私の日々の問題に、
この十字架の犠牲ということがちょっと直接的に関わっ
ているような感じはしません。

この牧師はその時まさしく私が考えていたことを聞いて
きました。我々は今日どうやってこの生け贄の血を戸口
に塗る、つまり信仰の道具を実際に使うのか？

「それは、これでです」と言って自分の舌を指差しました。
神の言葉を使う、聖書の御言葉を自分の人生に塗る、と
いうことだ、と教えました。 8



まるでヒソプで生け贄の血を戸口に塗り、「私は神に贖われ
たもの」ということを示すように、私たちは常に聖書のみ言葉
を使って自分たちが主に愛されて守られているものだという
ことを示して（話して）いく。そしてそのことにより主の許しと恵
の力を自分の人生に働かせていく。

問題に直面した時、苦しみの中にある時、私たちには聖書
の言葉を使ってその逆境に対処する、という手段が与えられ
ている、というわけです。

これが、「血を塗る」ということです。

イエス様自身もサタンに試された時に御言葉を持って戦った、
とあります。だとしたら、我々もそれ以上に主のみ言葉に頼
らなければならないと思います。例えば、このメッセージをし
てくれた牧師は、４０年前にクリスチャンになった時、このよう
なノートを作ったそうです。
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ノートの上には「退け、サタン！」というイエス
様が荒野で試練に遭われた時の言葉、

そしてノートの右側には、自分が遭遇した問題、
逆境、必要なのに足りないもの、恐れや不安
などを書き出して、

さらにそれらの項目に合わせて、その左側に
聖書の中からその問題の答えと思われる箇
所を探しては書き込んだそうです。
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退け、サタン！聖書にはこう書いてある
Away from me, Satan! For it is written…

• 身の回りの問題

(Problems, challenges)

• 必要なのに足りないもの

(Needs and lacks) 

• 恐れ (Fear)

• 不安 (Anxiety)

答えとなる聖書の箇所
(Bible verses that seem be 
The answers for the problems)
• ------------------------

• -------------------------

• --------------------------

• --------------------------

• ---------------------------
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彼は聖書の御言葉、神の御言葉には、世界や命をも作り出
す力がある、と信じ、またヨハネの福音書１：１にある「言葉
は神であった」という言葉を信じ、私たちに与えられている
聖書を使って、人生の問題に対処した、といいます。

ちなみにこの牧師はある世界規模の巨大教会の神学理論
チェック担当の先生で、その教会の行事や牧師さん達の
メッセージ等、すべてがちゃんと聖書的であるかどうか
チェックをされる担当の人だそうです。つまり聖書を本当に
裏から表まで詳しく知っている人です。そんな人ですら、聖
書を本当にたくさん学んだのは、自分の人生における問題
に聖書の御言葉をもって戦った時、と言っているのは、大切

なことだ、私は思いました。
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私たちはどうでしょう？私自身は様々な問題や気分に翻弄さ
れて生きてしまうことが多いのですが、もし私の人生がそう
いった世界の出来事や、常日頃変わる経済、人間関係、気分
などに左右されるのではなく、主の力強い、そして変わらない
御言葉によるとしたら、こんなに力強いことはないと思います。

どうやって御言葉と向き合うか？

上記にあげた牧師さんのノートのように書き出していくのも一
つの手だと思います。また彼が言うように実際に自分の舌を
使って、御言葉を自分の生活に生かす。例えば家族や友達に
話しかける時、聖書の箇所を引用して励ます。賛美・祈りの時
に聖書の句を生かす。また道を歩いている時に主のみ言葉を
口にしながら進む。

私たちの生活の上に、神様の御言葉を振り掛ける。
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また、自分が弱くなっている時に、

自分の気分がどう辛いか、状況がどんな
に大変かを語る代わりに、

それに対抗する聖書のみ言葉、そして主
である神様がそれに対してどんなに力を
持って働いてくださるのかを告白する。

「約束された方は真実な方ですから、私たちは動揺しな
いで、しっかりと希望を告白しようではありませんか。」
（ヘブル１０：２３）
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こうしてみると、古代イスラエルの血の話を御言葉に置き
換えるのは、なかなかつじつまがあっているように思いま
す。まるでイスラエル人が、戸口に過越の血を塗ったように、
私たちは今ある人生の問題、不安や恐れに主の御言葉を
舌を持って塗布し、苦境を乗り越えるという風に考えること
ができるのではないでしょうか。

過越の血における３つのプロセス、つまり

1.血を用意する （御言葉を持ってくる、聖書を開く）
2.その血の贖いの力を信じる （御言葉の力を信じる）
3.その血を実際に塗る （御言葉を実際に使う、塗布する、
応用する）

以上を実行することが、信仰の実践であると言えるでしょう。15
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普段自分が発した言葉を振り返る時、やはり私は、

悪い状況を嘆いたり、愚痴、恐れを自分に繰り返し
てみせたり、失望や疑いを口にしたりしていること
の方が多いと思いました。これらのネガティブな言
葉を聖書の御言葉に置き換えることができたらどう
でしょうか？

もし私に、困難を力強く平然と乗り越えるだけの信
仰の力がなかったとしても、

そこでただ、聖書の御言葉を使って、神様の愛と、
どんな問題も解決出来る主の力を告白することが
できたとしたら、それは信仰の一歩となるのだと思
います。


